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８月は   「 会員増強及び拡大月間 」  です 

 
 
前回例会（２１７９回）8/10の主な内容 
 
会長の時間                （三浦会長） 
 
 先々週、石井会員より「一家に一枚周期表」を全会
員へ配布されました。周期表に基づいて一例を述べ
ます。 近年、環境汚染防止対策が取りあげられて
いるが、主たる発生源は、暖房・火力発電・工場・
自動車等です。環境庁は 10 数年前に自動車、特にデ
ィーゼル車の排出する窒素参加物の削減を目的とし
た総量規制を行いました。 
 それが、ＮＯⅹ・ＰＭ法と言う特別措置法です。
ＮＯⅹとは周期表によって、Ｎは窒素で原子番号 7
番、Ｏは酸素で 8 番、従ってＮＯは窒素酸化物で一
般にＮＯｘ（ノックス）といわれています。 ＰＭ
とは、大気中にある粒子状物質を言う。ＮＯｘ・Ｐ
Ｍ法は今後の基準値低減に貢献する事でしょう。 
 現在私達の日常生活すべてにおいて元素が拘わっ
ていますが、相互反応の結果、社会に功となるも、
罪とならぬ様憂慮します。 

 
 
幹事報告                （篠﨑幹事） 
□ 田中修二会員出席免除の件・・(承認) 
□ 池永道彦会員（6 月退会）が、8 月 10 日付けで

復帰されました。 
□ 地区大会のご案内と参加申込書メール Box に配

布しています。 
□ 昨年の新潟中越地震義援金の御礼と、活動報告

書が、届いております。 
□ 8 月 17 日(水)は例会休会となっております。 
□ 事務局夏季休暇 8月 15(月)16 日（火） 
委員会報告 
社会奉仕委員会          （川村委員長） 
・｢ダメ．ゼッタイ」国連支援募金のお願い。各テー

ブルに募金箱設置しております。 
・｢無事故、無違反チャレンジコンテスト｣の参加申
込みのお願い。 

ロータリー財団委員会       （橋本委員長） 
・ 2005～06 年度ＧＳＥ派遣チーム団長・団員募集

要項について。【派遣先：スエーデン南西部、
期間：2006 年 4 月 3 日～6 月 4 日】 

ゴルフ同好会               （坂本会員） 
・ゴルフコンペの予告 9月29日（木）場所：大宝塚ＣＣ 

６ 

本日例会 2005 年 8 月 24 日  

（第 2180 回） 
 

「 守口の犯罪情勢などについて 」 

守口警察署署長 田所 克也 氏 

出 席 報 告 

例会日  出席  欠席     出席率 
 

8 月 10 日  ２８  ２０  57.14％（61 名中 12 名免除）

 
7 月 27 日  ３６  免除会員出席５名メークアップ５名（73.46％）

次回例会 2005 年 8 月 31 日  

（第 2181 回）

「株 券 不 発 行 制 度 について」 
日興コーディアル証券株式会社 

守口京阪百貨店営業所所長  石田  磨 氏 

 ニコニコ BOX  S.A.A  

 先週未掲載分 
・三浦会員：三浦均会員の入会を祝して。 
・吉川会員：スモーキーマウンテンのお話 

をさせていただき有難うござ
いました。 

・篠崎会員：例会欠席のお詫び。 
8/10  結婚誕生・ニコニコBox 累計 140.000円 

 



 

 

「戦後ドイツの歩み」 

 
で、反日感情が激しくなって来ているが、日本と
同様な敗戦国であるドイツではどうなっているの
か？」私もこの問題には関心が深く、脳裏から離
れませんでした。結論はでませんが、最近の私の
経験を基にして問題を提起したく、本日の卓話に
応じた次第です。 

①：オリンピックのテレビ中継から 
・観客の応援振りを見て・・・・ 
2000 年シドニーオリンピック。日本選手が勝てば、

日本人のはしゃぎ振りがすさまじい。もう少し控え
めにしてはと独り思案をめぐらした。 

ドイツ選手が勝てば、数人のドイツ人が小さな紙
のドイツ国旗を手許でささやかに振っている。この
両者の違いはどこにあるのか？その答えは 4 年後
に！ 
昨年ドイツで見たアテネオリンピックテレビの光

景である。ドイツ選手が勝っても、あまり騒がない。
ところがＥＵ諸国の選手が勝つと総立ちになりはし
ゃぎ出す。つまりドイツ人はドイツ国家の枠をこえ
て、ＥＵの団結に目覚めていると理解できた。 

・ドイツ国歌の変わり様・・・・ 
ドイツ選手が金メダルを獲得したシーンで国旗の

掲揚と国歌が流れた。なにか違和感を感じた。歌詞
が違う。あの世界に冠たるドイツが出て来ない。ド
イツ国歌が変わったのか？ 

坂井ドイツ語名誉教授にこの疑問を質した。直ぐ
に理解出来た。ドイツ国歌は 1841 年ドイツ統一時に
通称「ドイツ人の歌」として作られた。第二次大戦
後ナチ時代の悪いイメージを払低する為、新国歌導
入を試みたが国民の支持が得られず、70 年始めから
メロディーのみが流れた。1990 年、ドイツ東西統合
の後、ナチズムの覇権主義を思い出させるものとし 
て、第一節の「世界に冠たるドイツ」は破棄され、
第三節のみが国歌として決定され極めて短い歌詞と
なった。 
②：ドイツドライブの旅での見聞から 
昨年 8 月、親子、孫の 3 人でフランクフルトから

南ドイツを巡る 7 日間レンタカードライブ旅行をし
た。僅か 7 日足らずの旅で国情を理解出来るもので
はない。しかし私は 50 年前に 2 年間、息子は 20 年
前に 5 年間ドイツ留学の経験があるので脳裏に昔の
面影が残っている。その後の変化を伺い知ることは
可能であろう。 

・原子力発電所の存在に驚く・・・ 
デュセルドルフのホテル屋上プールからの展望。窓
際から市内を望見していた息子が突然に叫んだ「大
変だ、20 年前に作られた原発が沢山稼動している。
成る程、頑固な大きな石臼の様な土台から太く高い
煙突が天に聳え、白い煙が出ている。しかも市内各
所にあるし、森の中にもある。このとき日本では美 

浜原発の大騒動があり、不安と驚嘆とを感じた。ド
イツの原発技術は健全である。ＥＵの成立で原子核
はフランスが保有国として守ってくれる。またエネ
ルギーに石炭、石油を節約出来、環境保全が出来る。
誠に日本では考えられない程の安全、理想的な立場
にある様だ。念の為、これが原発であるかどうかを
確認する必要がある。 

 
・物価の安さに驚き・・・・ 

関西空港ですべてユーロに変えた（€≒128 円）。 
ガソリン：90 円 高速道路：無料 ホテル代：至る
所にあるペンション、民宿を予約無しで選んだ清潔
な 3 人一部屋、バイキング朝食付きで 6000 円まで。
レストランでの食事、飲み物：日本の半額程度・・・・ 

 
・国際国家の実情・・・・ 

1993 年ＥＵ（ヨーロッパ連合、European Ｕnion）
が成立した。理想は、国家を超える共同体でヨーロ
ッパ内加盟国の国境の廃止、単一通貨（ユーロ）に
より、市場内の人、物、金の自由な流通を可能にし
た。勿論加盟国間の安全保障、社会政策の一本化、
不戦を基本にした主権国家から干渉されない超国家
機構である。2002 年 15 ヶ国、3 億 7500 万人。 

ＥＵ成立以来 10 年を過ぎた今日、その実情は？そ
れを知りたい旅である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
町も森も川全てが 50 年前と変わらず清潔で整っ

ている。しかし市内には外国人（中近東、トルコ、
ギリシャ等）が溢れていて、本来のドイツ人は極僅
かしか見かけない。これら外国人の殆どは昼飯に格
安のハンバーガー店に集まり、コーラ付き 3 ユーロ
ですませている。ドイツ人客は皆無である。ＥＵで
加盟国間の壁が無くなり、移住民が経済安定したド
イツに流れ込んで新しい社会が出来た様である。 

面白いのは、これら外国人はドイツ語が出来る。
ビヤホールで下手なドイツ語で注文していると、ド
イツバーテンは見向きもしない。ドイツ語の出来な
い外人には冷淡である。職を与えている外国人に対
し、ドイツ人本来の尊大さが伺える。外国人とドイ
ツ人との区別は歴然と存在している様子を感じ取る
事が出来た。 
こうした私の僅かな経験からも現在ドイツ社会の

安定、成長、変化を伺い知ることができる。戦後 60
年間ドイツがＥＵを作るまでの努力を知るべきであ
る。これが成功できたのは、ひとえにドイツ外交の
成果である。敗戦の日をドイツ歴史の誤った流れの
最後の日と捉え、市民の間ではこの日をナチの圧政
からの解放、新しい開かれた社会への第一歩という
見方が定着して、近隣諸国の信頼を勝ち取らない限
り生き残れないという厳しい状況を認識して被害者
への謝罪と補償を営々として積み重ねてきた。 

次回の卓話にはＥＵ成立を話します。 
 

 

熊澤 忠躬 会員 
 
緒言 先般辻村会員
から面白い質問を受
けた。「日本では日の
丸、国歌の論が活発に
なり、最近では首相の
靖国神社参拝がもと 

卓 話 

 

「ホテルの窓より」
ヴュルツブルクのホ

テルより・・市外の丘は
ブドウ畑風景が広がる。

５０年前そのまま・・
日本であればマンショ
ンで埋められているで
しょう。 

‘04.08.01・撮影 


